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令和元年
2019年

No.329

記号の見方、申込時に記載する必要事項は【15面】参照　特に記載のないものは8月1日㈭から受け付け 古紙配合率100％再生
紙を使用しています
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今月の区役所休日開庁日
8月11日㈰9：00～12：30

市民総合窓口課
市 税 出 張 所

主な
開庁窓口

稲毛保健福祉センター（稲毛区穴川4-12-4）
Ｍ8月1日㈭9：00から電話で、稲毛保健福祉センター健康課各班へ

特に記載のないものは予約制（当日受付不可）
詳しくは、

Ｔ ①すこやか親子班  ☎284-6493　②健康づくり班  ☎284-6494　③こころと難病の相談班  ☎284-6495　Ｆ284-6496

千葉市　稲毛区健康課

穴川コミュニティセンター

　今月は、稲毛区役所朝市はお休みで
す。次回開催日は9月8日㈰です。
Ｔ農政課 ☎245-5758 Ｆ245-5884

相談・教室など 日時・会場 内容・対象など 定員 申込

健
診乳幼児健康診査

対象児のいる家庭に送付
する健康診査票でご確認
ください。

各健康診査に要する時間は、受付終了後1時間30分～2時間位です。
4か月児健康診査は、結核予防のためのBCG接種を併せて行います。
4か月児健康診査＝4・5カ月、1歳6か月児健康診査＝1歳6・7カ月、3歳児
健康診査＝3歳5～7カ月が対象です。

相
談

禁煙相談・健康相談 8/6㈫・8㈭・21㈬・26㈪、
9/2㈪10：00～15：30

保健師などによる禁煙の取り組み方や生活習慣病予防、健診結果の見方
などについての個別相談。禁煙相談の方は、尿中ニコチン代謝濃度や呼
気中の一酸化炭素濃度の測定もできます。

各4人 ②

栄養相談　 8/8㈭・21㈬・26㈪、9/2㈪
9：30～15：00

管理栄養士による離乳食や生活習慣病予防など、食事についての個別相
談。特定保健指導を受けている方は除く。 各4人 ②

成人歯科相談 8/8㈭・26㈪9：30～15：00 歯科衛生士による歯周病予防など歯の健康についての個別相談。
口臭測定もできます。 各4人 ②

精神保健福祉相談 8/22㈭15：10～17：10 精神科医による個別相談。対象＝憂うつ・眠れない・不安・ひきこもりな
ど、心の健康でお悩みの方または家族。 3人 ③

乳幼児歯科相談 8/26㈪9：20～15：00 歯科衛生士による仕上げみがきの方法や虫歯予防など歯の健康につい
ての個別相談。 15組 ②

教
室

離乳食教室 8/8㈭13：00～15：00
離乳食2・3回食の進め方の話と実演・試食。対象=第1子で1回食を始めた
6～8カ月児を持つ保護者。料金＝200円。持ち物=母子健康手帳、筆記
用具、試食用の皿とスプーン、抱っこひも（子連れの場合）。

25人 ②

母親＆父親学級 9/25㈬、 10/9㈬・16㈬
13：30～16：00　全3回

妊娠や出産・育児についての学習や実習。対象=来年1月ごろまでに出産を
迎える方およびパートナー。持ち物＝母子健康手帳、筆記用具。 30人 ①

講
演
会

０歳児の育児と発達 9/4㈬10：00～11：30 臨床心理士による、乳児の子育て、子どもとのかかわり方、発達の見通
しなどについての講演会。対象＝区内在住で乳児を持つ保護者。 20人 ①

健康長寿の鍵は、お
口の健康！ ～口から
始める介護予防～

9/12㈭13：30～15：30 
会場＝稲毛いきいきプラ
ザ

歯科医師による、お口の機能を向上させるために必要な知識、歯周病と
全身の関係、認知症予防にもつながる噛むことや健口体操についての講
演会。　＊公共交通機関をご利用ください。

30人 ②

　稲毛保健福祉センター健康課では、健康や栄養に関する相談や教室などを
開催しています。参加する際は、体調を確認の上、お越しください。

稲毛区健康づくりスローガン 歩け稲毛あなたのいっぽ！
健康のために、あなたのいっぽ、踏みだしてみませんか？

各種相談案内

電
話
相
談
も
可

相
談
は
面
談
の
み

相談はすべて無料。
稲毛区役所２階市民相談室で行います。
12：00～13：00は相談を行いません。

申込先・問い合わせ　稲毛区地域振興課
　☎284-6106 Ｆ284-6189

くらし相談…日常生活上の心配ごと
　月～木曜日 9：00～16：00
　金　曜　日 9：00～15：00
交通事故相談…損害賠償や示談
　水　曜　日 9：00～16：00
＊ 上記相談で面談希望の方は、あら

かじめお問い合わせください。
行政相談…行政活動全般に関する相談
　8月6日㈫ 9：00～16：00

法律相談…相続・離婚・訴訟など
　金曜日・8月27日㈫ 13：00～16：00
　定員＝各8人(多数の場合抽選)
 　相談日の2週間前の9：00～1週間
　前の17：00に電話。電子申請も可。
　裁判所で訴訟・調停中のものは不可
住宅相談…不動産売買や賃借など
　8月20日㈫　10：00～15：00
　 8月6日㈫9：00から電話で予約
（先着8人）

　稲毛区は、地域の課題解決や活性化のための活動
を支援しています。活動団体の一部をご紹介します。
今後の各団体の活躍にご注目ください。

　各団体の活動状況は、ホームページでも紹介しています。 稲毛区　地域活性　
Ｔ稲毛区地域振興課 ☎284-6105 Ｆ284-6149

まちづくり
スポット稲毛

子どもたちの学びへの意欲向上と、地域における
居場所づくりを行うため、地域ボランティアや学
生の協力のもと「土曜日学校」を開講しています。

長沼郷土歴史
クラブ

地域住民の郷土への愛着を育むため、長沼地域の
歴史・民俗に関する情報資料を冊子にまとめ、地
域に向けて共有しています。

ＶＡＩＣ
コミュ二ティ
ケア研究所

地域の子どもにとっての、家庭・学校に次ぐ第3の
居場所づくりのため、地域のボランティアによる
協力のもと「こどもカフェ」を運営しています。

稲毛・こども
のＷＡ

ねっとわーく

子育て世代など興味を持つ方を広く募集し、とも
に地域の子どもに関する活動を取材。地域に向け
てレポートすることで、子どもに関する活動への
担い手育成を図っています。

みどり台
パントリー
実行委員会

商店会の解散などにより失われた活力を取り戻
すため、弥生町・緑町・黒砂エリアの賑わい・交流
の機会の創出として、日曜日に路上マルシェを開
催しています。

稲毛地区更生
保護女性会

犯罪がなく、災害に強い安全安心な地域づくり、
子育てしやすい地域づくりを目指すため、地域の
方とともに課題を検討する講演会や勉強会を開
催しています。

Ｄｒｏｐｓ
地域の課題やこれからの地域づくりについて検
討し、地域ぐるみで取組みを進めるための場とし
て、緑町の空き店舗を活用し、地域交流拠点を運
営しています。

①入門囲碁教室
8月3～24日の土曜日9：30～11：30　全4回
小学4年生以上の方
事前申込先着16人
500円

②東京五輪音頭2０2０　踊り方講習会
　（ゆうゆう踊ろうバージョン）

8月4日㈰10：00～11：30
③アロハウクレレロビーコンサート

8月5日㈪12：00～13：00
④無料映画上映会

8月9日㈮14：00～16：20
Ｍ①申込書に記入の上、料金を添えて直接穴
川コミュニティセンターへ。②③④当日直接
会場へ。
Ｔ穴川コミュニティセンター☎284-6155 
Ｆ284-6156
長沼コミュニティセンター
①普段使いのアロマ講座～座学とクラフト～
アロマの種類や効能・活用法などの座学と、
好みの香りをブレンドしたアロマ石けん・
リップグロス・コロンの製作をします。

8月18日、9月22日、10月13日の日曜日
10：00～12：00　全3回

成人　 先着20人
9,000円

②バドミントン教室
9月19日～11月28日（11月21日を除く）

の木曜日17：30～19：00　全10回
小学4～6年生
先着10人
9,800円

③コパン　ロビーコンサート
8月29日㈭14：00～15：30
当日先着50人

Ｍ①②直接または電話で長沼コミュニティ
センターへ。③当日直接会場へ。
Ｔ同センター☎257-6731 Ｆ257-6732

稲毛区の活性化のために活動している団体を紹介します

手話ボランティア講座

手話の世界を訪ねよう

日　　時　　8月27日㈫、9月3日㈫・10日㈫
　　　　　　いずれも10：00～12：00　全3回
会　　場　　稲毛保健福祉センター3階大会議室
内　　容　　手話に関する講義と実技
対　　象　　区内在住・在勤・在学の方
定　　員　　先着20人
申込方法　　 電話で、市社会福祉協議会稲毛

区ボランティアセンターへ。
Ｔ 市社会福祉協議会
　稲毛区ボランティアセンター
　☎284-6160 Ｆ290-8318

第42回 稲毛区役所

ランチタイムコンサート
　稲毛区役所では、お昼休みに定期的にミニコンサートを開催
しています。
　今回はピアノユニットＭ２（田中愛実さん、定方美香さん）
が、仮面舞踏会からワルツ、ハンガリー舞曲　第1番などを演
奏します。皆さんお誘いあわせの上、ぜひお越しください。
日時　　8月16日㈮12：10～12：50
会場　　稲毛区役所1階市民ロビー
定員　　当日先着100人（立ち見可）
＊ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
Ｔ稲毛区地域振興課 ☎284-6105 Ｆ284-6149


